
企業CM「傘の花」

「うつくしま保険」は基本補償に「地震・噴火・津波車両全損時一時金特約」等の特約付帯を推奨した福島県オリジナルの「個人用自動車
保険」「一般自動車保険」のペットネームです。また、この冊子は「うつくしま保険」の概要を説明したものですので、自動車保険汎用の
パンフレットを合わせてご確認くださいますようお願いします。

福島をお守りします！

福島県復興シンボルキャラクター
「ふくしまから はじめよう。キビタン」

うつくしま保険
個人用自動車保険・一般自動車保険

2018年6月
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地震・津波が心配

「うつくしい」ところがいっぱいの
　福島ですが…、

「東日本大震災以降も、たびたび大きな地震が発生しています。これから

も、心配ですよね。」

地震・津波は、日本において最も甚大な被害となりやすい
自然災害です。福島県で発生が懸念されている地震と、福
島県に被害を及ぼした主な地震を確認します。

①福島盆地西縁断層帯
　地震（M7.0）

②会津盆地西縁断層帯
　地震（M7.0）

発生が懸念されている主な地震

地震・津波

▼福島県に被害を及ぼした主な地震

発生年月日 地域（名称） Ｍ 主な被害
（括弧は全国での被害）

2004年10月23日
（「平成16年（2004年）
新潟県中越地震」）

6.4
住家一部破損1、道路
14か所、学校1か所。

2005年  8月16日 宮城県沖 7.2 負傷者5人。

2008年  6月14日
（「平成20年（2008年）
岩手・宮城内陸地震）

7.2 死者1人、負傷者2人。

2008年  7月24日
岩手県中部（岩手県
沿岸北部）

6.8 死者1人。

2011年  3月11日
（「平成23年（2011年）
東北地方太平洋沖地震）

9.0

出典：福島県防災会議.“福島県地域防災計画 地震・津波災害対策編（平成26年2月）”
　　　を基に作成

死者1,612人、行方
不明者202人、負傷者
183人、建物全壊
21,692戸、建物半壊
76,262戸（平成27
年3月11日現在、警察
庁調べ）。

出典：“福島県の地震活動の特徴.”地震調査研究推進本部,http://www.jishin.
　　　　go.jp/regional_seismicity/rs_tohoku/p07_fukushima/,（アクセス
　　　　日：2016-01-08）を基に作成

まとめ
県内には「日本海溝・千鳥海溝周辺海溝型地震
防災対策推進地域」に指定されている市町村
もあり、地震への警戒が必要です。

地震・噴火・津波によるお車の損害にも備えを……… 2・3ページ



2

地震でも安心！
一般的な車両保険では、「地震・噴火・津波
による損害」は補償されません。

いざという時も安心です！

車両全損時一時金特約が付帯されます。

地 震 ・ ・噴 火 津 波

車両保険に地震補償の安心をプラス！

地震・噴火・津波による損害は補償されません！基本補償の車両保険では

火災・台風など

単独事故

台風・竜巻・
洪水・高潮火災・爆発

盗難他の自動車との
衝突

○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ×
× × × × ×

○

事故例

事故例

ご契約タイプ

ご契約タイプ

一般条件

一般条件

車対車・限定危険

車対車・限定危険

※1 ※2 ※3

※3

※3

※1

落書・いたずら 物の飛来・落下

電柱・ガード
レールに衝突

自転車との
衝突・接触 墜落・転覆 あて逃げ 地震・噴火・津波 ここに

注意！！

車両保
険の

補償範
囲

※1「車対車事故・限定危険特約」を付帯した車両保険をいいます。
※2「相手自動車（契約自動車と所有車が異なる場合に限ります。）」および「その運転者または所有者」が確認された場合に限り補償します。
※3ご契約の自動車が二輪自動車・原動機付自転車の場合、または「車両盗難対象外特約」が付帯されている場合は補償されません。
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付帯される特約とは？

地震・噴火・津波車両全損時一時金として

地震・噴火
津波により

（車両保険金額が50万円を下回る場合はその金額とします。）

車両保険金額が50万円を下回る場合は、その車両保険金額に応じて保険料がお安くなります。

　地震・噴火・津波車両全損時一時金特約の付帯条件

ご契約の自動車のフレーム、サスペンション、原動機などに所定の損害が生じた場合

月々 円～

50万円

400 円となります。500

をお支払いする
特約です。

ケース その①

ご契約の自動車が流失または埋没し発見されなかった場合ケース その②

運転席の座面を超えて浸水した場合 などケース その③

特約保険料 年間（月払の場合）

この特約により「全損」と判定される一定の基準に
合致する場合、保険金をお支払いします。

お支払いの
要件

1.この特約の保険金をお支払いした場合であっても、ご契約の自動車の所有権は損保ジャパン日本興亜に移転しません。
2.この特約は、車両保険の種類が「一般条件」のご契約に付帯することができます。ただし、二輪自動車や原動機付自転車など一部の自動車
のご契約には付帯できません。

ルーフ（天井）

フレーム（枠組み）

サスペンション

シリンダー
車体底部

サイドシル

ピラー（柱）

車両の構造およ
び名称

全損と判定す
る例

通常の損害認定とは異なり、損害額の算出を必要としないため、迅速な保険金のお支払いが可能です。

津波により、ご契約の
自動車が運転席の座
面を超える浸水を被っ
た場合

ご契約の自動車が建
物の下敷きになり、
所定の損害を被った
場合

この特約において「全損」と判定される基準
地震・噴火・津波によりご契約の自動車の損害状況が以下のいずれかに該当した場合は、「全損」と判定します。
①流失または埋没し発見されなかった場合　②運転席の座面を超える浸水を被った場合　③全焼した場合
④ルーフの著しい損傷、3本以上のピラーの折損、断裂またはこれと同等程度の損傷、および前面・後面・
　左右いずれかのドアガラスの損傷の3つの条件をすべて満たす損害を被った場合
⑤2本以上のピラーの折損、断裂またはこれと同等程度の損傷、サイドシルの折損、および
　座面の著しい損傷の3つの条件をすべて満たす損害を被った場合
⑥前後左右のサスペンションおよびこれらと接続されたフレームまたは車体底部のいずれかが著しく
　損傷し走行が困難な場合
⑦原動機のシリンダーに著しい損傷が生じ原動機の始動が著しく困難な場合、または電気自動車
　の駆動用電気装置の電池部分に著しい損傷が生じ始動が著しく困難な場合
⑧上記①～⑦の他、損傷を修理することができない場合で廃車をしたとき

ご
注
意

ご契約の保険種類・ご契約条件により実際の保険料は異なります。

ご注意 ご契約期間に、特に定めはありません。

対象契約

付 帯 条 件

用途車種

付帯上の注意点

「THEクルマの保険」、「ＳＧＰ」で車両保険　（一般条件）を適用したご契約
※リースカーの車両費用特約を含みます。

二輪自動車、原動機付自転車、農耕作業用自動車、特種用途自動車（キャンピング車以外）、Ａ種工作車、Ｂ種工作車を除くすべての用途車種

この特約を付帯する場合は、他の特約を同時に付帯できないことがあります。
詳しくは、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。
この特約により保険金をお支払いしても、次年度以降の等級および事故有係数適用期間に影響しません。

ご注意

※



運転中のサポート機能 もしもの時の事故対応サポート 運転後のセルフメンテナンス

特約保険料（注）

円850月 額

年払

ドライブレコーダーと
3つのサポート機能付で

円9,720

お客さまの安全・安心な運転を支援する、3つのサポート機能

2018年 1月版

［ドライビング!］

安全なカーライフを楽しむためのサービス

「ドライブレコーダーによる事故発生時の通知等に関する特約」付帯サービス

通信機能付多機能ドライブレコーダーを活用した、
保険会社ならではのサービス
（注）保険期間1年の場合の保険料です。団体扱・集団扱の場合などは保険料が異なります。

また月額は分割割増5％が適用される契約の場合を記載しています。

衝突の
危険あり

高性能
ドライブレコーダー

高画質録画により、標識やナンバープレート
などの情報もはっきりと記録が可能。撮影
日時や地図上の走行経路のデータも記録
します。万一の事故発生時には事故状況
を確認できます。

車間アラート機能
前方車両との車間距離が一定以下になる
と、ドライブレコーダーが衝突の危険を感
知してアラートを鳴らし、ドライバーに注
意喚起します。

運転時のブレーキのタイミングや、ハンド
ル操作など、ドライブレコーダーからあな
たの運転データを収集します。分析結果
は毎月の運転診断レポートRodecoとして
お使いのパソコンへ送られ、ドライバーズ
ページから確認できます。

視機能トレーニング eyeトレ
［アイトレ］

自宅のパソコンを使い楽しく実施できる
コンテンツです。eyeトレを使用して、視覚
機能の簡易チェックや、交通標識確認ト
レーニングなど、視覚と運転に関するセル
フメンテナンスを実施できます。

ALSOKの
かけつけ安心サービス

全国2,400の拠点から、ALSOKのガード
マンが24時間いつでも現場へ急行。安全確
保や救急車の手配、お相手からのヒアリング
など、事故時に必要な初期対応を不安なあ
なたに代わって冷静かつ親身に対応します。

（注）山間部、島しょ部など一部駆けつけでき
ない地域があります。

事故発生時の自動通報、
手動通報

運転診断レポート
Rodeco ［ロデコ］

事故発生時、自動的にまたは手動で、損保
ジャパン日本興亜やあらかじめ登録したご
家族の方に事故が発生したことを通知しま
す。また、運転者の方へ送信されるショート
メッセージから、ロードアシスタンスやその
他のサービスを依頼することが可能です。

（注）Windows7以上 IE11以上/MacOS X以上
　　Safari 5.1以上が使用条件となります。

（北里大学准教授 川守田拓志氏監修）

（注）お申込み後に車両の高さの登録が必要に
       なります。

4

カーライフに安心・安全のご提案！
個人用自動車保険「ＴＨＥ クルマの保険」が TRENDY 認定大賞 -自動車保険部門 -を受賞しました！

（日経トレンディ2018 年 5月号　特集「得する 銀行・保険」内掲載）



5 6

●パケット通信料はお客さまのご負担となります。
●本アプリは安全運転を補助するものであり、事故を直接防ぐものではありません。
●本アプリのカーナビゲーション機能は、株式会社ナビタイムジャパンから提供を受けています。
●このチラシは「ポータブルスマイリングロード」の概要を説明したものです。　
　詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。
●画面はイメージです。また、サービス内容等は変更となる場合があります。
●ご利用環境・対象機種などはダウンロードサイトでご確認ください。
　機種によっては、サービスをご利用いただけない場合があります。

ノンフリート多数割引【長期分割払自動車保険】のご案内
ご家族　、ご夫婦で２台以上のお車をお持ちなら、自動車保険をまとめてご加入いただくとお得です！

「まとめてご加入」
（ノンフリート多数割引適用＋長期分割払）

現在、ご加入のご契約が満期となるタイミングや、お車購入のタイミングでのご検討をおすすめします！

ご契約①

ご契約②

ご契約①

ご契約②

当社※2
で

ご加入

Ｂ社で
ご加入

※1

※1 「ご家族」とは、ご契約者、ご契約者の配偶者（内縁の相手方および同性パートナーを含みます。）、ご契約者または配偶者の同居のご親族をいいます。

※2 「当社」とは、損保ジャパン日本興亜のことをいいます。

《例》当社　ご加入契約の満期にあわせて、
　　ノンフリート多数割引＋長期分割払
　　自動車保険でご契約される場合

※2

満期

解約 割引
３％

自動車保険も
“まとめてご加入”
がお得です！

お得な情報① お得な情報②

割引
３％

「まとめてご加入」いただく場合のメリット

ノンフリート多数割引が適用可能！

分割払でも分割割増適用なし！

お車（証券）ごとに保険料のお引き落とし口座、保険料のお支払方法の設定が可能！

長期分割払契約なので、ご契約期間中の保険料アップの心配なし！

ムダのない最適な補償を実現！

継続のお手続きもラクに！

ご契約台数に応じて、それぞれのご契約に以下の割引が適用されます！

現在、月払でご加入なら、分割割増（口座振替の場合は５％、クレジットカード払の場合は３％）が不要となります！

長期分割払契約にノンフリート多数割引を適用する場合、複数証券でのご契約となります！
そのため、お車（証券）ごとに引き落とし口座を変えたり、払込方法も長期年払・長期月払から設定することが可能です！

ご契約期間中は事故で保険をご使用になっても、保険料率の改定があっても保険料アップがありません！

ご契約をまとめることで、補償の重複などの見直しも簡単。最適な補償でご契約いただけます！

ご契約のお車ごとの台数分必要だったご継続の手続きが１回で完了します！

※なお、同一のご契約者が同一の代理店でご契約いただく必要があります。

1

2

3

4

5

6

ご注意 ノンフリート多数割引の適用のため、現在のご契約を解除される場合、解約返れい金の計算方法などで、お客さまに不利益になることがあります。
「長期分割払自動車保険」は、「保険料分割払特約（長期契約）付帯の個人用自動車保険または一般自動車保険」のペットネームです。

割引
３％２台の

お車を
お持ちのお客さま 割引

４％３～５台の
お車を

お持ちのお客さま 割引
６％６台以上の

お車を
お持ちのお客さま
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ご契約期間中は事故で保険をご使用になっても、保険料率の改定があっても保険料アップがありません！

ご契約をまとめることで、補償の重複などの見直しも簡単。最適な補償でご契約いただけます！

ご契約のお車ごとの台数分必要だったご継続の手続きが１回で完了します！

※なお、同一のご契約者が同一の代理店でご契約いただく必要があります。
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ご注意 ノンフリート多数割引の適用のため、現在のご契約を解除される場合、解約返れい金の計算方法などで、お客さまに不利益になることがあります。
「長期分割払自動車保険」は、「保険料分割払特約（長期契約）付帯の個人用自動車保険または一般自動車保険」のペットネームです。
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お問い合わせ先
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〒963-8877 福島県郡山市堂前町6-4 郡山堂前合同ビル8F
Tel:024-991-8233
＜公式ウェブサイト＞ https://www.sjnk.co.jp/

さまざまな災害から皆さまをお守りする「うつくしま保険」
が福島を応援します。

福島を応援！

「うつくしま保険」にご加入いただいた方にGReeeeNとのコラボクリア
ファイル（数量限定）をプレゼント！

＜限定コラボロゴマーク＞

お客さまの心に虹をかけたいという損保ジャパン日本興亜の想いを反映して、今回のタイアップではお馴染みのGReeeeNロゴが
レインボーカラーとなっています。

（引受保険会社） （取扱代理店）

～GReeeeNからのメッセージ～ 

 自分が気づかない誰かの優しさ、
そんな「本当」に日々囲まれ、毎日が過ぎていく。 

だからきっとどんな時も、
ずっと「ありがとう」で溢れてるんですが、

 言い切れないので『many アリアリガトウ』って言ってみたものの、 

それでも言い切れてなさそうですね！ 

 見えない形だとしても優しさはきっといつもある、
 毎日に『many アリアリガトウ』の灯を！ 

GReeeeN

福島県を応援する仕組み
・ご加入いただいた「うつくしま保険」の収益の一部から損害保険ジャパン日本興亜（株）福島支店より
福島県に対して寄付を行います。
・ご契約者さまのご負担はありません。
・損保ジャパン日本興亜以外の保険会社から切替えていただくか、全くの未加入からのご契約が条件と
なります。

GReeeeNコラボクリアファイル
・損保ジャパン日本興亜以外の保険会社から切替えていただくか、全くの未加入からのご契約が条件と
なります。


